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購入注文約款 

1. 受諾;完全合意: 本条件を含む本注文書 (以下「本注

文」という。)は、売主から製品(以下「本製品」と総称する。)

またはサービス(以下「本サービス」という。)を購入するた

めの買主の申込みを構成する。売主は、買主の見積書、

承諾書、確認書、請求書、その他の事前もしくは事後のや

りとりに、本条件への追加となる、または異なる条項が含

まれる場合、それらの条項を明確に拒否する。但し、買主

の署名した書面によって明示的に合意されたものである

場合を除く。本注文ならびに（該当する場合には）売主との

間の Business Unit Supply Agreement および Master 

(Business Unit) Supply Agreementなどの関連する契約（以

下「関連契約」と総称する。)で本注文に条件が適用となる

契約は、すべての従前の交渉、協議およびやりとりに優先

し、買主と売主の間の完全な合意を構成する。本条件と関

連契約との間に矛盾がある場合、関連契約が優先する。

本条件の変更、修正、取消、解除または放棄は、書面で行

われ、買主の正当な権限を有する代表者によって買主の

ために署名され、かつ本注文に特に言及していない限り、

買主を拘束しないものとする。本条件の変更、説明または

補足となる条件、慣習、取引慣行、取引または履行の過程、

了解または合意は、書面化され、拘束力を有するものとし

て当事者が署名しない限り、拘束力を有さないものとする。

価格、割引、仕様、納入スケジュールまたはその他の条件

における誤り、および数量またはサイズにおける明らかな

不一致は、売主から買主に直ちに報告されなければなら

ず、買主が別段の指示をしない限り、売主は、不正確な料

金を買主に返還するかまたは当該不一致を是正すること

により、過ちを直ちに修正するものとする。 

2. 引渡；検査；受領拒否：期限は厳守されなければな

らない。引渡しが期限通りに行われない可能性がある場合、

売主は買主に通知し、売主の費用負担で、引渡しを迅速

化するためのすべての合理的な措置を講じる。ただし、買

主は、他の権利および救済に加え、責任を負うことなく、売

主への通知により本注文を取り消し、他の場所で代替品を

完成または購入する手配をし、発生した損失または追加費

用を売主に請求する権利を留保する。すべての出荷(国内

または国際)に関して、売主は、その製造施設から買主の

指定する引渡地まで本製品を所有し、買主がその指定す

る引渡地で本製品を受領するまで、所有権は移転せず引

渡しが行われたものはみなされない。運送/輸送中の損失

のすべての危険負担は売主の責任であり、本注文の条件

に従い買主の指定する引渡地で買主が受領して初めて、

本製品が引き渡されたものとみなされる。買主は、本製品

が売主の施設から買主の指定する引渡地に輸送されてい

る間、保険を付保する義務を負わない。売主は、その施設

から買主の指定する引渡地に本製品を輸送するために、

買主の希望する運送業者を使用することとする。国内出荷

は、買主のロジスティクス部門が別途合意しない限り、運

賃到着地払いとする。国際出荷の場合、売主は、本製品を

税関を完全に通過して輸出可能な状態とし、出荷港の集約

ハブまたは買主指定運送業者のコンテナヤードにおいて本

製品を引き渡す手配をするものとする。売主は、必要なす

べての輸出ライセンスおよび認可を取得するものとし、これ

らおよび本製品の積込準備に関連するすべての料金およ

び費用について責任を負う。これには、輸出通関手数料お

よび関連文書手数料を含むが、これらに限定されない。売

主は、本製品を引き渡す目的で必要となる作業の確認、梱

包および適切な表示にかかる費用に責任を負うものとし、

売主の入出庫にも責任を負うものとする。売主は、買主が

本製品の引渡しを受けるために必要な引渡指図書および/

または通常の輸送文書を売主の費用負担で提供するもの

とする。売主は、買主に対し、本製品の発送に関する十分

な通知および本製品の引渡しを受けるために必要なその他

の通知を行うものとする。買主は、輸出国において検査が

要求される場合を除き、出荷前検査の費用を支払う。買主

は、必要なすべての輸入ライセンスおよび認可を取得する

ものとし、輸入通関手続きに関連するすべての料金および

費用ついて責任を負うものとする。これには、輸入通関、関

税および管理費を含むが、これらに限定されない。 (i) すべ

ての必要な輸出ライセンスおよび認可を取得すること、(ii) 

本製品を積み込む準備を整えること、(iii) 本製品の動作、梱

包および適切な表示を確認すること、ならびに(iv) 本製品を

売主のドックで積み込むことに関連する料金および費用を

除き、買主は、売主の施設から買主の指定する引渡地まで

の運送/輸送に関わるすべての費用に責任を負う。買主の

選択および要求がある場合、売主は、売主の施設から輸出

港までの運送費/輸送費を前払いし、買主に対する請求書

に当該費用を追加する。それ以外の場合、売主の施設から

買主の指定する引渡地までのすべての運送費/輸送費は、

運賃到着地払いとする。前記にかかわらず、売主は、買主

の事前の書面による同意なしに、買主の承認した運送業者

を使用しなかったこと、またはその他買主の指示に従わな

かったことに起因して生じた費用、料金、経費または違約金

について責任を負う。印刷および電子形式を含むあらゆる

形式の文書および通信において、これらの条件は

「EMR2006」と称されるものとする。売主は、本製品が最終

仕向地において引き渡され次第、買主に請求書を発行する。

買主は、本注文の条件に従い本製品の代金を支払う。売主

は、分割出荷の場合、出荷前に買主の事前の書面による

承認を得るものとする。すべての物品は、一般的な運送業

者の要件に従って、適切に梱包、マーキング、積載および

出荷されるものとする。そのように梱包されていない物品に

生じた損害は、売主に請求される。本契約に別段の記載が

ない限り、売主は、梱包、箱詰め、ドレージ、積込みまたは

保管に関する料金を請求しないものとする。拒否され、返品

された本製品は、買主の書面による事前の許可なく売主に

よって交換されないものとする。本製品は、受領の前後を問

わず、買主による検査および試験の対象となるものとする。

供給される本製品ならびにその引渡しの時期および方法は、

本注文の条件を正確に遵守しなければならない。これらの
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不適合は、注文全体の価値を著しく損なうものであり、買

主は、その独自の選択により、本注文の全部または一部

を取り消し、すでに買主に引き渡された本製品を売主に返

品する権利を有する。この場合売主は当該不適合を是正

する権利を有するものではなく、買主への引渡しおよび売

主への返品に関するすべての輸送費用を支払うものとす

る。また、買主は、その独自の裁量により、他の供給業者

から代替本製品を取得することができる。当該交換本製品

の費用が買主と売主の間で合意された当該本製品の価格

を超える場合、売主は追加費用を買主に弁済するか、また

は、買主は、当該費用を売主に対し負っている金額と相殺

する。買主が拒否または購入しない本製品または機器で、

買主およびその関連会社のロゴ、記章、名称、商号、商標、

トレードドレス、シンボル、装飾的標識、検査の証拠もしく

はその他の関連マークが使用または付されたものの売却

または処分が買主により許可された場合、売却、使用また

は処分の前にそれらのマークを除去もしくは抹消しなけれ

ばならない。 

3. 割引；税金:売主が買手に通常提供する割引は、本

製品に適用されなければならない。本注文に別段の定め

がある場合を除き、売主は、工具もしくは設備の輸入、本

製品の製造、販売、引渡または使用に対する関税、輸入

税もしくは輸出税、物品税、使用税またはその他の税(指

定されたものであるか否かを問わない)の査定または賦課

につき、当該査定または賦課が法律により売主の負担とさ

れるかまたは負担が禁止されない範囲において、買主に

支払い、買主を防御し免責するものとする。 

4. 支払条件；相殺:支払条件は、買主の施設における

本製品の受領日または買主による請求書の受領日のい

ずれか遅い方の日が含まれる月から 3 ヶ月目の 5 日目と

する。本注文に基づき複数回の支払いが要求される場合、

買主は、その独自の裁量により、本注文の履行が完了す

るまで、分割払いの一部または全部の 10%までを留保する

ことができる。履行が完了した際、留保金額から相殺また

は償還による金額を差し引いた金額が売主に支払われる。

本注文における条件に割引が含まれる場合、当該割引の

獲得時期は、予定納品日または承諾可能な請求書の受

領日のいずれか遅い方から計算されるものとする。割引獲

得という目的においては、支払いは、買主が小切手を郵送

した日に行われたものとみなされる。買主は、売主または

売主の関連会社に支払うべき金額を支払期限に関わらず

常に相殺する権利を留保する。本注文に基づき売主が買

主に代わって前払いし、償還を要求する費用は、請求書に

区別して記載され、買主に提出される適切な領収書によっ

て裏付けられなければならない。買主は、売主による本製

品の引渡し後 12 ヶ月を超え日付が記載され、または送付

された請求書に基づいて支払う義務を負わないものとする。

上記に関わらず、本条と現地で適用される強行法規との

間に矛盾が生じる場合、後者が優先する。また、本条と、

本注文の取引条件表または当事者間で合意されるその他

の書面内の同様の事項に関する条文との間に矛盾が生じ

る場合、後者が優先する。 

5. 保証:売主は、本製品が買主に引き渡された日から 2

年間、当該本製品にはデザイン、材料および仕上がりに欠

陥がなく、当該本製品は適用される図面および仕様に適合

し、当該本製品の所有権は制約のない完全なものであこと

を保証する。本製品に対する支払いは、買主による商品ま

たはサービスの承認または承諾を構成するものではなく、

買主の検査権は、支払い後も存続する。買主は、欠陥もしく

は不適合のある本製品、または本注文に反する出荷を受

領した場合、売主の費用で返品する権利を留保する。買主

が要求する場合、売主は、買主が売主に通知後 10 日以内

に、買主の選択により、本製品の購入価格を払い戻すか、

または売主の費用で、瑕疵または不適合のある本製品を修

理もしくは交換する。瑕疵または不適合を有する本製品に

関連する、またはそれらの結果として生じるすべての費用

は、買主から売主への本製品の輸送および買主への返送

費用などを含め、売主が負担するものとする。この保証は、

修理または交換された本製品については、修理または交換

された本製品の買主への引渡日から 2年間継続する。売主

が本注文に定める期間内に本製品を修理または交換しな

かった場合、買主は、売主の費用負担で、瑕疵または不適

合のある本製品を修理または交換することができる。拒否

された本製品または不適合のある本製品は、修正または交

換された本製品が本注文の定める期限内に引き渡されな

い限り、期限内に納品されたとは見なされない。売主は、(i) 

売主および売主が雇用するすべての下請業者(下記第 22

条で許可されたもの)は、すべての本サービスを、良好かつ

専門的な方法で履行すること、(ii) 本注文に基づいて提供さ

れるすべての材料および設備を含むすべての本サービス

は、本注文で特定されるかまたは本注文に基づき買主が売

主に提供したすべての要求および仕様、ならびに売主の業

務と類似の事業に従事する者により確立された業界基準の

すべてに適合すること、および(iii) すべての本サービスには、

いかなる種類の材料および技術上の欠陥もないことを保証

する。 

6. 適用法令の遵守:売主は、本注文に基づき提供され

る本製品、商品および資材および/またはサービスのすべ

てが、労働(適用のある場合には、1938 年の米国公正労働

基準法のすべての規定を含むが、これに限定されない)、健

康、安全および環境に関連するものを含むがこれらに限定

されない、適用のある連邦/国、州/地方および地方自治体

のすべての法令、規則、規制、命令、条約およびその他の

要求事項に準拠して製造および/または提供されることを表

明し、保証し、誓約する。政府の契約または下請契約に基

づいて販売される製品に組み込むために本製品が購入さ

れる場合、当該契約または下請契約により挿入することが

要求される条件は、適用のある差別禁止および積極的差別

是正の要件を含め、本注文に適用されたものと見なされる。

特に、当該契約または下請契約が米国連邦政府に関する

ものである場合、米国内の雇用活動に関して、売主は、(i)

性別、人種、皮膚の色、宗教、出身国、年齢、婚姻上の地
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位、政治的所属または性的指向、障害、障害のある退役

軍人としての地位、ベトナム時代の退役軍人、Active Duty 

Wartime もしくは Campaign Badge退役軍人、またはその他

の保護されるべき地位に基づき、従業員または求職者を

差別しないことに同意し、かつ(ii)障害資格のある個人およ

び保護資格のある退役軍人を雇用し、昇進させるための

積極的行動をとることに同意する。除外されない限り、41 

CFR 60-1.4(a)、41 CFR 60-741.5(a)および 41 CFR 60-

300.5(a)に定められた機会均等条項は、参照により本注文

に組み込まれる。除外されない限り、売主は、これらの機

会均等条項の要件を遵守することに同意するとともに、41 

CFR 60-300.5(a) (州労働機関への求人の掲載)、41 CFR 

61-250.10 および/または 41 CFR 61-300.10(対象退役軍

人の年次報告)、および 29 CFR Part 471、サブパート Aの

付録 A(従業員通知の掲示)の規定を遵守することに同意

する。当該政府契約もしくは下請契約に明記された、また

は売主が知っているべきすべての格付または認証要件は、

遵守されなければならない。売主は、買主が要求する形式

で、かかる法律および認証要件の遵守証明書を買主に提

供することに同意する。売主は、専らその費用負担で、売

主の事業もしくはそこで使用される資産の運営に必要な、

または本注文に基づく売主の履行に必要な、すべてのライ

センス、許可、認可またはその他の承認を取得し、維持す

るものとする。売主は、売主が本条のいずれかの項目を遵

守できない場合、直ちに買主に通知するものとする。 

7. 行動規範：買主は、そのサプライヤーが、Emerson 

Electric Co. (以下「エマソン」という。 )のEnvironmental, 

Social and Governance Reportに記載されている、一般に

認められている社会的責任および企業市民性の原理を遵

守することを期待する。特に、買主は、サプライヤーおよび

その従業員がEmerson Supplier Code of Conductに記載さ

れている原理を遵守し、 Emerson Employee Code of 

Conductに記載されている、エマソンの従業員に適用され

るものと同じ原理および規則に従うことを期待する。これら

の文書へのリンクは、emerson.comのEnvironment, Social, 

Governance(ESG)ページ、およびESG/Governanceページ

内のSupply ChainおよびIntegrity & Ethics内に記載されて

いる。売主は、適用のある現代版奴隷法を遵守するととも

に、その代理店、請負業者、サプライヤー、下請業者およ

び再下請業者(以下「請負業者」と総称する。)が遵守する

ことを保証しなければならない。「現代版奴隷法」とは、(i)

非自発的におよび暴力またはその他の種類の罰則および

/またはその他の形態の現代版奴隷制(以下に定義され

る)の下で強制される仕事または作業(以下「強制労働」と

いう。)を禁止する、米国の18 U.S.C. 1589および英国の

Modern Slavery Act 2015 な ど の 法 律 、 お よ び (ii)                                       

事業体に現代版奴隷制のリスクの開示を義務付ける、カリ

フォルニア州サプライチェーン透明性法およびオーストラリ

アのModern Slavery Act 2018 (Cth)などの法律を意味する。

「現代版奴隷制」とは、現代版奴隷法によって与えられた

意味（仮に「現代版奴隷制」という単語が使用されていない

場合には、強制労働など類似の用語に与えられた意味)を

有する。売主は、強制労働を使用せず、適用される現代版

奴隷法を遵守して事業を遂行し、現代版奴隷制に関する調

査、執行または有罪判決の対象とならないことを確認する。

売主は、適用のある現代版奴隷法の売主またはその下請

業者による実際の違反または違反の疑いが生じた場合、直

ちに買主に通知するものとし、買主が適用される現代版奴

隷法の遵守のために必要とする情報および支援を、要求に

応じて直ちに提供することに同意する。 

8. 安全規定:売主が履行すべきすべての本サービスが、

いかなる事故もなく、安全で良好な専門的方法で行われる

ことは本注文の重要な要件である。従って、売主は、そのス

タッフおよび本注文に基づき履行される本業務に関する適

切な安全衛生規則および手順(訓練を含む)を発行し、維持

し、実施するものとする。当該規則および手順は、最低限、

該当する買主の安全衛生規則と同等またはそれを上回るも

のでなければならない。本注文に基づき履行されるすべて

の本サービスは、1970 年職業安全衛生法(以下「OSHA」と

いう。)により制定された規則および基準（改訂を含む）、なら

びにその他の適用のある連邦、州および/または地方の安

全または健康に関する法律、規則または規制を含む、すべ

ての政府の安全および健康に関する法的な要求を完全に

遵守しなければならない。売主の従業員またはその下請業

者のために買主から売主に提供される設備がある場合、売

主は単独のリスクと責任で、それらの設備が意図された使

用目的に適合し、適切な作動状態にあることを確実にしな

ければならない。売主は、買主が提供した設備または、そ

れら設備に関し買主が提供した助言の使用に起因する、売

主、売主の下請業者およびそれらの従業員のすべてのクレ

ームにつき、法律で認められる最大限の範囲において、買

主を補償（弁護士費用を含む）し、買主に損害を与えないこ

とに合意し、また、買主が、法律、契約、過失責任、厳格責

任その他に基づく責任を負わないことを理解し同意する。

売主は、買主の施設/占有地において、薬物およびアルコ

ールを含まない労働力を常に維持するものとする。買主の

要求に応じ、売主は、すべての OSHA 疾患および傷害報告

書を含め、売主が作成し、または売主に提出されたすべて

の事故報告書の写しを買主に提供するものとする。 

9. 知的財産:売主は、本製品ならびにそれらの販売およ

び使用が米国または外国の特許、商標、トレードドレス、著

作権、営業秘密またはその他の形態の知的財産を侵害しな

いことを保証するとともに、買主が売主に提供する買主の特

許、商標、トレードドレス、著作権、営業秘密またはその他

の形態の知的財産が買主の独占的財産権であることを認

識し、売主は、それらに関するすべての権利を放棄する。買

主の特別な要求に従い、実験、開発、または研究が行われ

支払いが行われる場合、売主は、それらに起因する発明、

財産権、秘密プロセス、ノウハウ、営業秘密、またはその他

の形態の知的財産を、買主に開示し、その要求に応じて譲

渡することに同意する。また、売主は、それらに関するすべ

ての権利を放棄しなければならない。買主が提供するすべ
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ての図面、アートワーク、特殊製品、資料、情報またはデ

ータ、および本注文(前文を参照)に起因するすべての知的

財産は、買主の独占的財産であり、買主の業務のために

のみ売主が使用するものとし、下記第 15 条に定義される

通り買主の秘密情報とみなされ、記第 15 条の条件に従い

秘密に保持され、買主の要求に応じて速やかに返却され

るものとする。買主は、自らの商標および商号を使用して

本製品をマーケティングし、流通させ、または販売する。買

主は、売主の標章、名称、その他取引上の識別マーク、著

作物またはその他の知的財産を、売主が買主に供給した

本製品にそれらの財産が組み込まれた、または製造にお

いてそれらの財産が使用された限りにおいて、使用する権

利を有する。 

10. 補償:売主は、(a) 本注文において売主が行った表明、

保証もしくは約束の違反、または売主による本注文の実行

に関連して、(b) 本製品の設計、開発、製造、流通、販売、

使用もしくは修理に関連して、請求が契約もしくは保証違

反の理論、過失責任、厳格責任、その他の不法行為、侵

害、不正使用もしくはその他の法理論に基づくか否かを問

わず（買主の過失に起因する範囲のものを除く）、または

(c)売主による本製品または原材料の製造、流通、輸送、

保管、使用もしくは廃棄に関連する、環境、健康、安全、そ

の他の法律、規則、規制もしくは要件に基づく訴訟、請求、

または要求の結果として、買主ならびにその承継人および

譲受人が被りうる、または発生するすべての訴訟、損失、

損害、責任、費用および経費(合理的な弁護士費用および

その他の防御費用を含む)(以下「本損失」という。)につき、

それらの者を補償し、免責する。売主の履行において、売

主、その従業員、代理人または担当者が、買主、その代理

人、顧客またはユーザーの工場もしくは敷地内でサービス

または労働を提供することが要求される場合、売主は、当

該履行に起因して生じた人身傷害または物的損害に関す

るすべての訴訟、損失、請求、損害、責任、費用および経

費につき買主を補償し、損害を与えないことに同意する。

但し、買主に起因する場合を除く。売主は、要求のある場

合で、それらの訴訟、請求または要求の係属につき合理

的な通知を付与された場合、当該訴訟、請求または要求

に対する買主ならびにその承継人および譲受人の防御を

引き受けることに同意する。さらに、売主は、州またはいず

れかの法域の労働者補償法に基づき売主に与えられるす

べての免責を明示的かつ具体的に放棄する。 

11. 保険:売主は、製造物責任および総合賠償責任を補

償する保険を、1 回の事故につき 5,000,000.00 ドル以上の

金額で付保することに同意する。当該保険契約はすべて、

補償条件の解除、不更新または重大な変更の場合に買主

に対し少なくとも 30 日前の書面による通知を行うことを定

め、追加の指定被保険者としての買主の名前を記載して

いなければならない。買主の要求に応じて、売主は、上記

補償内容を証明する保険証書を買主に提供する。売主が、

買主を追加被保険者として指定する適切な保険を付保し

なくなった場合、買主は、解約を選択したことを書面で売主

に通知することにより、直ちに本注文を解約することができ

る。 

12. 不可抗力:買主および売主は、ストライキ、ロックアウ

トその他の労働争議、火災、天変地異、または影響を受け

る当事者の合理的な支配を超えるその他の原因のみに起

因する履行の遅延または不履行に対して責任を負わないも

のとする。ただし、影響を受けた当事者は、遅延または予想

される遅延の原因につき、その発生後速やかに影響を受け

ていない当事者に通知するとともに、引渡しまたは受領を可

能な限り速やかに行うよう、最善の努力を尽くさなければな

らない。買主が、売主の納品の遅延または予想される遅延

が、生産スケジュールを満たすための買主の能力を損ない、

またはその他買主の操業を妨げる可能性があると信じる場

合で、当該遅延が 10 日を超える期間継続しうる場合、買主

は、その選択により、売主に対し責任を負うことなく、直ちに

本注文を解除することができる。供給可能な本製品の総供

給量に不足が生じた場合、売主は、買主および（該当のあ

る場合は）売主の他の顧客に対し、公正かつ衡平に、供給

を割り当てることに同意する。 

13. 解約、解除および一時停止:買主は、本注文の未納

入部分の全部または一部を解約する権利を留保する。本注

文は、他方当事者が本注文の条件もしくは条項の重大な違

反を犯した場合、または以下の事態が発生した場合、買主

または売主により、書面通知をもって直ちに終了することが

できる。(a)当該他方当事者が債権者の利益のために譲渡

を行うか、自発的もしくは強制的な再生手続き、支払不能も

しくは破産手続きに服するか、または当該他方当事者が満

期日にその義務を履行することができなくなるか、または書

面でその不能を認める場合。(b)当該他方当事者が、著しい

虚偽または誤解を招く陳述、表明または請求を行う場合。

(c)当該他方当事者が、業務を遂行せず本注文の履行を危

うくする場合。(d)当該他方当事者の解散または清算、およ

び/または(e)当該他方当事者が、支払期日が到来しても債

務を支払わらず、不履行が書面通知後 60 日以内に是正さ

れない場合。買主は、何らかの解約料金または費用につき、

なんら責を負わない。本注文の別段の規定にかかわらず、

本注文の解除、解約または満了と同時に、売主は、買主の

知的財産、営業秘密および製法の使用を直ちに中止し、そ

れ以上使用する権利を有さないものとする。売主により引き

起こされた事由または売主の作為もしくは不作為に起因す

る事由により本注文が取り消された場合、買主は、買主が

決定する合理的な手段により売主の履行を完了することが

でき、売主は、その結果買主が被った損害および合理的な

費用(弁護士費用を含むが、これに限定されない)につき責

任を負い、買主を補償する。 

14. 存続:本条件の第 3 条、第 5 条、第 6 条、第 8 条、第

9 条、第 10 条、第 13 条、第 14 条、第 15 条、第 19 条、第

22 条、第 24 条、第 25 条、第 26 条および第 27 条の条件

は、本注文の解除、解約または満了後も存続するものとす

る。 

15. 秘密情報:両当事者は、各当事者が、本注文に関連して



2021年 6月 24日に承認された

Rev.2 

発注条件   

他方当事者または他方当事者の関連会社から開示された

すべての情報(以下「秘密情報」という。)を秘密に保持し、

本注文に基づく履行に直接関係するその従業員のみに秘

密情報を開示することに合意する。各当事者は、他方当事

者から受領した秘密情報を、開示当事者の明示の事前の

書面による同意なしに、他のいかなる者または事業体にも

開示しないことに同意する。各当事者は、秘密情報の機密

性を、自己の固有情報を保護するのと同程度の注意をも

って、かつ合理的な注意を下回らない程度の注意をもって

保護し、(いかなる記録媒体でも)秘密情報のすべてのコピ

ーを、書面の要求があれば直ちに開示当事者に返却する

ことに同意する。両当事者は、秘密情報が、適用法に基づ

く保護を受けうる営業上の秘密とみなされることに合意す

る。上記にかかわらず、いずれの当事者も、法律で要求さ

れる場合、政府、その機関もしくは部局または証券取引所

に開示しなければならない秘密情報を開示することができ

る。ただし、開示前に当該要求およびその条件を直ちに他

方当事者に通知し、他方当事者が開示前に適切な保護契

約または命令を求めることができるようにしなければなら

ない。前述の義務は、本注文の終了後も存続し、受領当

事者、その関連会社、承継人および譲受人を永久に拘束

する。本注文は、本条に従い、秘密情報として指定される。 

16. 情報セキュリティ:売主は（本注文の他の箇所におけ

る売主の義務は制限されることなく）、買主の秘密情報、買

主またはその人員のその他のデータ、および買主のシス

テム(これらすべてを総称して「買主データ/システム」とい

う。)を保護するために、許容された業界慣行、特に(i)米国

標準技術研究所の特別出版物800-53、または(ii) ISO/IEC 

27001 の公開された最新版に記載されたものと同等以上

のベースラインセキュリティセーフガードおよびコントロー

ルを実施しなければならない。買主は、売主に対し合理的

な通知を行ったうえ、買主データ/システムに関連する売主

の方針、プロセス、コントロール、ならびにプロセスおよび

コントロールの社内および/または社外レビューの結果 (以

下総称して「売主プロセス/コントロール」という。)を、本注

文の履行前および履行中、買主データ/システムが影響を

受ける可能性のあるセキュリティ事故が売主に発生した直

後も含めいつでも、レビューする権利を有する。そのような

セキュリティ事故が発見された場合、売主は 24 時間以内

に、当該事故および買主データ/システムへの影響の性質

を買主に通知するものとする。さらに、買主は、自己の費

用で、売主プロセス/コントロールの現地のおける監査を実

施するか、または独立した第三者に実施させる権利を有す

るものとする。現地における監査に代えて、買主の要求が

あれば、売主は、買主から受領する売主の情報セキュリテ

ィ・プログラムに関する監査アンケートに受領後 20 日以内

に回答することに同意する。売主は、買主または情報セキ

ュリティプログラム監査により指定された必要な安全策を

実施するものとする。 

17. 財務情報:売主の財務状況および/または本注文に

従った供給能力に買主が懸念を有する場合、売主は、買

主が当該懸念に対処するために必要であると考え要求する

情報を提供しなければならない。 

18. 変更:買主は、本注文の対象となる仕様書、図面、納

期、数量および品目を変更する権利を留保する。当該変更

が価格または引渡日に重大な影響を及ぼす場合、買主お

よび売主は、当該変更の影響を反映するために、価格およ

び/または引渡日に対する適正な調整について相互に合意

するものとする。ただし、売主は、買主からの変更の通知の

日から 30 日以内に、当該調整の請求につき書面で買主に

通知しなければならない。売主は、買主および売主が当該

変更および関連する調整を行っている間、本注文の履行を

停止しないものとする。売主は、買主の事前の書面による

承諾なしに、本製品の性能、特性、信頼性または寿命に影

響を及ぼす可能性のあるプロセスまたは製造上の変更を行

わず、または、材料を代替しないことに同意する。 

19. 法の遵守ならびに製品の制限および要求される警告の

開示:売主は、すべての本製品（本製品またはその部品を構

成しまたはこれらに含有される化学物質または材料を含む）

が、適用のあるすべての化学物質に関する法律および関連

する国内法（随時の改正、変更または修正を含む）を遵守し

ていることを表明、保証および誓約する。これには、有害物

質の制限(RoHS)指令2011/65/EU、電気電子製品中の有害

物質の制限に関する中国の行政措置(2016 年 7 月)、化学

物質の登録、評価、認可および制限に関する規則 EC No 

1907/2006（REACH）、ならびに本製品が納入または販売さ

れる法域の、その他すべての適用のある製品関連の環境

規制要件（連邦、国、地方、および地域の法律、法令、条例、

行政規則、法律の効力を有する命令、ならびに司法上の決

定および意見を含むが、これらに限定されない）を含むが、

これらに限定されない (以下「本法律」という)（例：EU電池指

令、WEEE 指令、エコデザイン指令など）。売主は、その費用

負担で、適用される本法律(随時改正、変更、その他方法で

改訂される)の遵守に全面的に責任を負い、負い続けるもの

とする。本製品には、いずれかの本法律により使用または

処分が禁止もしくはその他制限されている化学物質、また

は売主および買主が書面で定めた仕様に合致しない化学

物質は含まれないものとする。売主は、本製品が適用のあ

る本法律に従い適切に梱包され、表示され、ラベル付けさ

れ、文書化され、出荷され、または、登録されることを確実

にする責任を負う。本製品に関し警告、注意書きおよび安全

データシートが本法律で要求される場合、これらは売主から

買主に書面で開示されなければならない。買主の要求に応

じて、売主は、化学的組成(物質、混合物の比率および重量

を含む)およびその他の関連情報またはデータを提供するも

のとする。これらには、全部または一部の材料に関する表

明、または適用される本法律の遵守表明が含まれるが、こ

れらに限定されない。売主は、適用される本法律の遵守に

影響を及ぼす変更がある場合、正式かつ直ちに買主に通知

することを約する。本製品、その部品または材質が本第 19

条の要件に従って供給されない場合、買主は、本注文の全

部または一部を、責任を負うことなく解約する権利を留保し、



2021年 6月 24日に承認された

Rev.2 

発注条件   

または買主の単独の選択により、本条件に基づき買主が

有するその他の救済を損なうことなく、不遵守の是正を要

求する権利を留保する。本注文の解約、または証明された

売主の本法律違反の場合、売主は、その法的根拠にかか

わらず、請求、責任、損失、損害、判決および/または外部

に対する責任について買主を補償し買主に損害を与えな

いこと、および侵害によって買主に不利に生じたすべての

被害、損失または損害を負担することを約する。 

20. IPPC: 売主は、ISPM-15および他の場所で概説され

ているように、固形木材こん包材(以下「SWPM」という。)に

関するすべての国際植物防疫条約(以下「IPPC」という。)

規則を遵守するものとする。売主は、すべての SWPM に

IPPCロゴ、国コード、自然植物保護機関が割り当てた番号

および IPPC 処理コードを表示することを保証し、適切な証

明を提供するものとする。 

21. サプライ・チェーン・セキュリティ:売主は、サプライ・

チェーン・セキュリティ手続きをレビューし、これらの手続き

およびその実施が、米国税関国境保護局のテロに関する

税関貿易パートナーシップ(以下「C-TPAT」という。)プログ

ラムに定める基準に従うことを保証する。具体的には、売

主は、輸送手段の積み込み前に C-TPAT で規定された検

査方法を適用していること、積込後および空の輸送手段に

対する確実な管理を維持していること、輸送手段のドアを

保護するために認証された高度セキュリティシールを管理

および適用していること、ならびにそのビジネスパートナー

が C-TPAT で規定された基準を遵守していることを保証す

る。売主はさらに、定期的に見直しを行い、必要に応じてサ

プライ・チェーン・セキュリティ手続きを改善するための手順

を策定し、実施し、または今後策定し、実施することを保証

し、表明する。具体的には、売主は、C-TPAT の基準に適

合することを確実にするために、各施設において毎年セキ

ュリティ監査を実施し、必要なすべての是正措置を講じるこ

とに同意する。売主は、当該年次監査の結果を買主と共有

することに同意し、それに応じて講じた是正措置に関する

報告書を作成し買主に提出することに同意する。売主が適

切な是正措置を講じない場合、買主は、本注文書を終了

することができる（なお、終了が要求されるものではない）。

買主の監査人は、売主の手続が C-TPATに定める基準に

準拠していることを検証する目的で、売主の記録および施

設にアクセスすることができる。売主が、C-TPAT または売

主の国に存在するその他の類似のプログラムなどのサプ

ライチェーン・セキュリティ認定プログラムに登録されている

場合、売主は、当該登録の証拠書類を買主に提供するも

のとする。 

22. 法の選択、裁判地、雑則:本注文および本注文から

生じる全ての請求は日本法に準拠し、その抵触法の規定

は効力を有さないものとする。国際物品売買契約に関する

国際連合条約は適用されない。本注文のいかなる規定も、

両当事者間のパートナーシップまたは合弁事業を創出す

るものとは解釈されない。本注文に基づいて買主に付与さ

れる権利および救済はすべて累積的追加的なものであり、

法律および衡平法で付与される買主の権利および救済に

代わるものではなく、それらの権利および救済はすべて買

主により完全に留保される。本注文のいずれかの条項、誓

約または条件に基づく履行を買主が主張しない場合があり、

または、本契約に基づく権利を買主が行使しない場合があ

っても、それらのもしくは本注文のその他の条項、誓約また

は条件の放棄とは解釈されず、その後の履行を強制する権

利の放棄とも解釈されないものとする。本注文の解釈また

は履行に関連して当事者間に紛争が生じた場合（秘密情報

に関する上記条項に定められた権利および義務に関するも

の、または工具に関する添付書類または条項に定められた

権利、義務および救済に関するものを除く）、両当事者はま

ず誠意をもって話し合いを行い紛争の解決に努めるものと

する。一方当事者が他方当事者に対し紛争の通知を行って

から 60日以内に両当事者の受け入れ可能な紛争解決が合

意できない場合、いずれの当事者も本注文から生じる紛争

に関する第一審の専属的管轄裁判所である東京地方裁判

所に提訴することができる。上記に関わらず、本条項と関連

契約における同様の事項に関する条項との間に矛盾があ

る場合、関連契約の条項が優先する。 

23. IMMEX:売主がメキシコに製品を納入する場合、売主

は、IMMEXプログラムの規則および外国貿易一般規則のす

べての該当条項(Reglas de Caracter General en Materia de 

Comercio Exterior)の完全な遵守に単独で全責任を負い、ま

た負い続けるものとする。 

24. 税関オーシャン・カーゴ・セキュリティ要件の遵守:売

主は、米国に到着する本製品の全ての船舶出荷が、米国

税関国境保護（以下「CBP」という。）の海上輸送業者に対

する貨物セキュリティ申請要件(以下「10+2 要件」という。) 

(CBP により随時修正される)を遵守して行われるよう、必要

な支援を提供することに同意する。具体的には、売主は、(i) 

買主または売主が任命する、輸入業者のセキュリティ・ファ

イリング(以下「ISF」という。)代理人に対し、当該 ISF 代理人

が適時、正確かつ完全な ISF を CBP に提出できるように、

必要な情報を提供し、(ii) 海上輸送業者(以下「運送業者」と

いう。)が 以下を行うことを確実にしなければならない。(a)現

行の CBP 規則に適合する船舶のために、承認された電子

フォーマットによるストウ計画を CBP に確実に送付すること

（例えば、当該船舶が最後に外国の港を出港した後 48時間

以内に、または旅程が 48時間未満の場合は当該船舶が最

初の米国港に到着する前に、受領されなければならない）、

また、 (b)船舶により米国に送られる貨物に関し、現行の

CBP 規則で定義された特定の事象に関連するコンテナステ

ータスメッセージを、CBP に電子的に送信すること。売主は、

運送業者による CBPの 10+2要件の不遵守に起因してまた

は関連して、買主が被ったすべての罰金、処罰および損害

について、運送業者が買主を防御し補償し、また、買主に損

害を与えず弁済することを保証することに同意する。これに

は、CBP による本製品の差押えの結果、または運送業者の

不遵守を理由とした CBP による本製品の通関の拒否の結

果として生じた損害が含まれる。 
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25. 紛争鉱物コンプライアンス：売主は、本製品もしくは

その部品において、または本製品もしくはその部品の製造

において、売主または製造業者が使用するすべての材料

に使用される鉱物の原産国を追跡し、証明すること（売主

が本製品を製造していない場合は、本製品の製造業者に

追跡し、証明させること）、および、紛争鉱物に関するドッド

フランク法第 1502 条に基づく買主の証券取引委員会に対

する報告義務を履行するために、買主が要求する文書お

よび証明を速やかに提供することに同意する。 

26. 疑わしい模倣品、偽造品および規格外品 (以下

「CFSI」という。)の引渡し:売主は、疑わしい/偽造品の引渡

しが買主にとって特別な懸念であることをここに通知される。

もし本注文の対象となる部品が、製造者部品番号を使用し

てまたは製品説明書を使用して記載され、および/または

業界標準を使用して指定されている場合、売主は、売主が

供給する部品が、適用される製造者データシート、説明書、

および/または業界標準の最新バージョンのすべての要件

を満たしていることを保証する責任を負うものとする。売主

が本製品の製造者でない場合、売主は、本注文に基づい

て供給される部品が、オリジナル機器製造者(以下「OEM」

という。)により製造され、適用される製造者データシートま

たは業界標準を満たすことを保証するためにあらゆる合理

的な努力を払うものとする。売主が本項の要件を満たさな

い部品の供給を希望する場合、売主は、例外を買主に通

知し、買主に交換部品を出荷する前に買主の書面による

承認を受けなければならない。疑わしい/偽造部品が本注

文に基づいて提供された場合、または本注文に基づいて

引き渡された本製品において見つかった場合、当該品目

は、買主および/または OEM により処分され、売主に返却

されることができる。売主は、当該疑わしい/偽造部品を買

主が容認できる部品と速やかに交換するものとし、売主は、

当該部品の撤去および交換に関連するすべての費用(買

主の社内および社外における費用を含むが、これらに限

定されない)に責任を負うものとする。本項に記載される買

主の救済は、本注文において買主と売主との間で合意さ

れるその他の条項によって限定されないものとする。買主

の要求があれば、売主は、除去された偽造部品を買主に

返却し、買主が更なる調査のために当該部品を政府顧客

に引き渡すことができるようにする。売主は、当該部品が

偽造品であることを示す GIDEP (官民データ交換プログラ

ム)警告のような、政府または準政府の指令が、売主の部

品に偽造品が含まれていることの決定的な証拠とみなされ

ることに同意する。CFSIリスクを軽減するため、買主は、疑

わしい CFSI を防止、検出および処分するための文書化さ

れたプロセスを売主の品質保証プログラムに導入すること

で、当該リスクを認識するよう売主に要求する。 

27. 個人データ保護:個人データは、特定されたまたは

特定可能な自然人に関する情報として定義され、秘密情

報とみなされ、本条件に定める保護のすべてを受けるもの

とする。両当事者は、秘密情報に一般的に適用される条

件に加え、またその制限を受けることなく、本注文を履行す

るために必要な範囲に限り、各当事者が個人データを処理、

適用、閲覧および使用することに合意する。いずれの当事

者も、相手方から明示的な指示または許可がある場合を除

き、相手方の個人データを譲渡またはその他第三者に使用

させてはならない。両当事者は、データプライバシーおよび

データセキュリティに関する適用法令およびベストプラクティ

スを遵守するものとする。 

28. 電子商取引:両当事者は、「電子商取引」活動を行う

ことに同意する。これには、発注書の作成、発注書の管理、

オンライン購買/調達、在庫管理、電子データ交換、電子請

求が含まれるがこれらに限られない。電子商取引の目的に

おいて、両当事者間でやりとりされる電子的メッセージ、電

子的契約、電子的通知、その他の取引の電子的記録（以下

それぞれを「電子記録」という。）は、（a）書面によるものであ

り、（ｂ）電子記録に名前またはその他個人に属する識別標

識が付された時点で、電子記録に署名する意図をもって当

該個人により署名されたものであり、（ｃ）電子記録から印刷

され通常の取引過程において管理された時点で取引記録

の原本になるものとみなされる。 

 


